
 

平成 30 年度 第 6 回常務理事会議事録 

 

 
1. 日 時  平成 30 年 9 月１2 日（水）18:45～20:30 

2. 場 所  （公社）宮城県放射線技師会館 

3. 出席者 常務理事現在数 8 名（会長、副会長を含む） 

出席理事７名監事 1 名 

会長  立花 茂 

副会長 小山 洋 

理事  菱沼 誠、山中 一臣、伊藤 道明、 

本舘 広樹、高橋 聖一 

監  事  佐藤 直   

欠席者 安彦 茂、長谷川圭三 

4. 開会および議事録作成・署名人の指名 

第４回常務理事会開催を立花会長が宣言後、議

事録作成者：高橋聖一、議事録署名人に本舘理

事、伊藤理事を指名し前回議事録は作成中のた

め出来次第、HPで確認をお願いする。 

5. 議事 

会長挨拶 

立花会長より、本会として西日本豪雨災害義援

金の募集を 9月末日まで行うとの報告があっ

た。 

審議事項 

（１）医療功労者の推薦について 山中総務部長から 

医療功労賞受章候補者として、みやぎ県南中核

病院付属村田診療所に勤務されていた小山田氏を推

薦したが、推薦基準に達していないため却下となっ

た。宮城県から文化の日の保健衛生功労賞に安彦副

会長が受賞したとの連絡を頂いた。 

（２）スキルアップビデオカンファレンスの実施に

ついて          菱沼学術部長から 

 現在検討中との報告がった。 

（３）宮城県放射線技師会総合学術大会について 

               菱沼学術部長から 

 プログラムの概略を説明した。演題が未だ集まっ

ていないので、各施設に協力をお願いしたい。また、

シンポジウムで 2 施設にお願いしたいが、未だ 1 施

設しか決まっていない。宮城県の原子力防災対策担

当者にシンポジストをお願いする事にした。 

（４）日本診療放射線技師会学術大会について 

 立花会長から 

2年後に宮城県で学術大会の開催予定をしてい

る。今年、埼玉県で開催されるので埼玉県の会長か

ら準備等の情報をメールで頂くことをお願いし、了

承して頂いた。大まかなタイムスケジュールを作成

し出席理事全員で確認を行った。 

平成 31年 1月に中澤会長が仙台国際センターを視

察に訪れる。4月に横浜の学会の ITEMで各企業に

協力をお願いし、約 40社程度の協力を取り付けな

ければならない。その時まで大会用の名刺を理事全

員分作成したい。しかし、本会は来年 5月に理事改

選がある為、必要な理事のみ大会用の名刺を作成

し、来年 4月に開催される学会の ITEMで各企業

に協力をお願いする事になった。 

また、第 34回日本診療放射線技師会学術大会（下

関）に安彦副会長、小山副会長、伊藤理事の 3名が

視察の為、参加する事となった。 

（５）角田市保健福祉まつりについて 

             高橋福利厚生部長から 

 今年は、日本診療放射線技師会からのグッズは頂

けるかの質問があった。立花会長より予算は昨年よ

り少なくなったが、共催グッズはいただけるとの回

答があった。また、本舘理事より今年はピンクリボ

ン運動啓発のパンフレットやピンバッジは作成しな

いとの報告があった。 

（６）その他           立花会長から 

菱沼理事より会員から日本診療放射線技師会および

宮城県放射線技師会を退会する場合は、どのような

手続きをした良いか解らないとの申し出がった。技

師会のHP上にも退会届や退会方法の記載がない。

今後、退会届や各種変更届等の申請については、長

谷川事務局長と検討して決めることにした。 

高橋理事より平成 29年度事業実施報告書は未だ全

部集まっていない為、各部担当理事に出して頂くよ

うにお願いをした。 

菱沼理事より来年度の宮城放射線総合学術大会の会

場について質問があった。会長より来年度は東北放

射線医療技術学術大会、さらい年度は日本診療放射

線技師学術大会が宮城県で行われる為、宮城県放射

線総合学術大会は行わない。春の総会の時に、総会

学術大会を行う事に決定した。場所は、仙台サンプ

ラザにお願いをしている。 

  

     

報告事項 

（１）総務部 山中総務部長 

・リフレッシャーズセミナー（日常業務編）につい

て 

 9月 29日（土）12：30～18：00 

 参加申込者数 10名（9月 12日現在） 

 申し込み者数が少ないので、各施設で声掛けをお

願いしたいとの申し出があった。 

  

・日放技生涯学習カウント申請状況 

8月 3日 みちのくこまち第 3回東北地区合同勉強会

イベント申請 

8月 10日 第 27回みやぎ CTリフレッシャーズ研究

会カウント申請 

8月 17日 第 57回宮城MR技術研究会イベント申

請 

8月 24日 第 41回スキルアップカンファランスイ

ベント申請 

9月 7日 第 57回宮城MR技術研究会カウント申請

  

（２）法人部 本舘法人部長 

・ピンクリボン仙台推進委員会講演会について 

 日時：平成 30年 10月 21日（日）13：30～16：00 

 場所：東北福祉大学仙台駅キャンパス 2階  

テーマ：『これからのピンクリボン活動を考える』 



内容：乳がんの早期発見、早期治療の啓発を目的と

した「リレートークとパネルディスカッション」  

 定員：115名 

· 放射線測定器貸出し講習会について 

第 1回：平成 30年 10月 17日（水） 

東北療護センターを予定 

第 2会：平成 31年 2月  

管理士学術大会に合わせつて開催する 

・漏えい線量測定事業 

10/17（水）浜田 A&Bクリニック 

10/27（土）菅原医院 

11/10（土）毛利内科 

11/16（金）金沢内科胃腸科、岩沼中央整形外科、本郷医

院 

・メール医療被ばく相談 

9/1（土）1件の相談があった（女性） 対応：児玉 

（３）学術部 菱沼学術部長 

１.今後のスキルアップカンファレンスの開催予定 

・第 41回スキルアップカンファレンス 

 日時：平成 30年 9月 19日（水）19：00～ 

 場所：仙台医療センターメディカルトレーニング

センター2階 

 内容：心臓 CTの基礎から臨床まで⑥CTでわかる

こと 

負荷心筋 CTパーフュージョン(CTP)をどの

ように臨床で生かすか 

講師 菱沼 誠（厚生病院） 

２．今年度の業務拡大に伴う統一講習会の開催予定 

 ・10月 21日（日）28日（日） 東北大学医学部 

 ・11月 17日（土）18日（日） 中止 

平成 31年 1月 19日（土）20日（日）に振り替

える予定 

 ・12月 15日（土）16日（日）県立がんセンター 

３．今年度の宮城県放射線技師会総合学術大会 

 日時：12月 1日（土） 午前中から 

 場所：東北大学医学部 臨床大講堂 

内容：AM演題発表（現在演題申込無し） 

12：00～12：50 ランチョンセミナー 

内容：フラットパネルのラインナップと最新技術と

画像処理 

13：00～14：20シンポジュウム 

（原子力災害医療予定）座長 鎌倉克行（杜の都

産業保健会） 

演者 1 東 英世（仙台医療センター） 

未定 

14：30～15：20 講演 1 野口雄二 元日本画像

医療システム工業会部会長 

 15：30～16：30 講演 2 佐野幹夫 日本診療放

射線技師会副会長 

（４）福利厚生部 高橋福利厚生部長 

・報告事項無し 

（５）広報部 伊藤広報部長 

・会報 90号発刊について 

  発刊日程 9月 1日発刊予定 

  発送   9月 12日予定 

  発行部数 720部 

  その他  ゲラ校正（8/22～31日 各班員） 

・ホームページの更新・メールマガジンおよび

facebook配信について 

8月のイベント案内 

第 8回宮城医療安全研究会開催 

ホームページ変更 

「平成 30年 7月西日本豪雨」にバナー掲示 

「Facebookはじめました」のバナー掲示 

（６）事務局報告        立花会長より 

・新入会員 5名 

日放技に 14名程仮会員登録をしている方がいる。9

月が日放技会費納入期限となっている為、9月中に

県技師会の会員登録をお願いしたい。 

（７）その他 

 ・小山副会長より、宮城医療安全研究会の報告あ

った。 

１．第 8回宮城医療安全研究会について 

  日程：9月 7日（金）17：40～20：00 

  会場：仙台ガーデンシティ 21Ｆホール 21Ａ 

  参加者：190名（県技師会から 10名程度） 

２．来年度の研究会土曜日開催について 

 小山副会長より幹事会において藤森先生が、も

う少し大きな会場で 300人規模での開催を考えて

いる。しかし仙台市内で会場確保が厳しい現状か

ら来年の幹事会で決定したいとの報告があった。 

３．MART会報送付について 

県技師会総会の時に講師を依頼した企業にMART

会報を送った方が良いかとの菱沼理事より意見が

出された。立花会長よりMART原稿をお願いした

方だけに送るようにとの回答があり了承した。 

４.第 28回日本乳がん画像研究会広報について 

山中理事より平成 31年 2月 9日（土）・10日

（日）に仙台国際センターにおいて第 28回日本

乳がん画像研究会が行われる。日本乳がん画像研

究会のHPと県技師会のHP上でリンクを張って

頂けないかとの要望があり、承認した。 

 

以上で審議・報告等を終了し議長を解任、小山副

会長が閉会の辞を述べ、20時 30分閉会した. 

 

 

 

 

平成 30年 9月 12日 

議長 会長  立花 茂 

 

議事録署名人 理事 本舘 広樹 

理事 伊藤 道明 

 

監  事   前谷津 文雄  

       佐藤 直 


